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● 夏の野山は、つる植物の天下かな？ 隙間なく絡み合ってゲンキゲンキ。
よく見ると葉っぱの形が違うのが、なかなか面白い。 Aico.

★都市公園で自然観察会★

お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会
（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

代表：田村耕作／事務局長：小野 仁
編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子／会計：宮原俊彦
〒814-0113 福岡市城南区田島 3 丁目 7 番 14 号
田村の自宅内 TEL ：090-8220 ｰ 6160
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/

春日公園での自然観察会（129 回）
日時：7 月 16 日（土）10 時から 12 時
の予定です。現在、公園の利用が可能です。
【連絡先】 担当：田村 耕作
TEL 090－8220－6160〔田村の携帯〕
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注意 各団体とも、新型コロナウイルス感染拡大状況により、下記の予定も当日でも変更になることがあります。
詳しくは各団体にお問い合わせください。
日本野鳥の会 福岡支部 主催
※一般参加費：300 円（中学生以下無料）
７月１７日（日）８月２１日（日）

７月２４日（日）８月２８日（日）

８月７日（日）

久末ダム探鳥会（福津市）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：8:00～11:00（夏時間）
時 間：8:00～11:00（夏時間）
集 合：久末ダム多目的広場横
集 合：天拝山歴史自然公園
駐車場 (管理事務所下)
問合せ：090-7165-5026（重松尚紀）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）

今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：8:00～11：00（夏時間）
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：090-8220-6160（田村耕作）

８月１４日（日）
大濠公園（福岡市）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00～12:00
時 間：9:00～12:00
集 合：ボート乗り場前
集 合：JR 和白駅前の公園
問合せ：092-834-8644（持永俊行） 問合せ：092-606-0012（山本廣子）

８月２日（火）

日本野鳥の会 筑後支部

福岡植物友の会

８月１３日（土）

県営春日公園（春日市）
時 間：10:00～12:00
集 合：音楽堂ステージ側（第５Ｐ）
問合せ：092-592-3423（小野仁）

７月８月はお休み、再開は９月です。

７月１７日（日）
生の松原
問合せ：佃 昇（092-662-2983）
参加は有料、要予約

久留米の自然を守る会

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催

８月７日（日）
夏休み夜間自然観察会

http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
９月３日（土）８月はお休みです。
集 合：九州歴史資料館
第１駐車場
時 間：9:30～12:00

夜の森でどんな生き物に会えるかな？

時 間：19：30～21：00
集 合：高良山森林公園駐車場
参加費：200 円
問合せ：080－6425－1635（河内）
要虫除け対策

（早めに終わるかもしれません）

問合せ：092-920-3072

参加費：大人 200 円
コロナ対策：ブログにて確認
ブログ 「三国丘陵の自然を楽しむ会」で
検索
観察会や様々な生きもの情報を載せて
います

和白干潟を守る会
７月２３日（土）
定例会議
時 間：12：00～14：00
集 合：和白干潟を守る会事務所
日本野鳥の会
福岡支部 主催
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

７月２３（土）
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00～17：00
集 合：海の広場 駐車場なし
※一般参加費：300
円（中学生以下無料）
長靴・軍手があると便利
問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）
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今回は、６月１日（旧暦５月３日）～６月３０日（旧暦６月２日）までのデジカメ日
誌です。(文・写真 本のむし)

６月４日（旧暦５月６日） 筑紫野市天拝坂
玄関のアカシデの葉が、リズミカルに食われていた。何者
の仕業かを探してみた。居た。葉の裏からまさに食ってい
る。体長１cm 程のコイチャコガネであった。触ろうとした
ら、ポトッと下草の中に落ちて逃げられた。

６月８日（旧暦５月１０日） 筑紫野市天拝坂
玄関先に何者かの黒い糞が落ちていた。付近を探すと、
ツタの茎から葉柄が２本出ている。？！シャクトリだ。大き
く５センチ以上ありそう。ヨモギエダシャク幼虫だ。翌朝、
糞と一緒に掃除されたようで、姿が見えなくなった。。

。

６月１５日（旧暦５月１７日） うきは市 道の駅うきは
梅雨の晴れ間、コケが美しい。中でもこの一群は濃い緑
から明るい緑で、先端が銀色に光っている。ギンゴケのよ
うだ。都会、高山、南極まで分布する普通種だという。蘚
苔類に属する、いわゆるコケ植物。奥が深そう。

６月１７日（旧暦５月１９日） 筑紫野市武蔵寺
ニホントカゲの成体(上)と幼体（下）である。梅雨の合間と
はいえ石垣はかなり熱そうだ。二匹とも舌を出しているの
は暑いのではなく、匂いを嗅いでいるそうだ。中部地方の
糸静線を境に東西で遺伝子が違うらしい。

６月２６日（旧暦５月２８日） 筑紫野市天拝坂

６月２７日（旧暦５月２９日） 筑紫野市天拝坂

嘴が少し黄色いので、巣立った幼鳥かな。今年も顔を見
せてくれた。今年は庭の昆虫が異様に少なく、彼らも食べ
物には苦労しているのではないかと心配だ。温暖化の影
響が強まって来たのを感じる。

本誌 5/13 に報告したアケビコノハの蛹らしきものは、その
後全く変化を見せなかったので、開けてみた。蛹はあった
が中身は空で羽化した様子はなかった。寄生するハエや
ハチも多いと聞く。食う食われるの壮絶な一面なのか。

くすのき ２０２２年７月号投稿原稿-本のむし
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Nais-fukuoka 福岡県自然観察指導員連絡協議会

会員からの投稿（1）

渋田和美

6/17〜19 に石垣島に行ってきました。
リュウキュウアカショウビンの紫色が見たくて行きましたが、島中リュウキ
ュウアカショウビンの声！
姿をしっかりみせてくれたのは二日目のみですが、出会いは何度もあり、
楽しむことができました。
夏なので鳥が少ない時期ですが、50 種くらいは見れました。
石垣島がちょうど梅雨明けになった日に行ったのですが、こちらもとう
とう梅雨明け。雨が降らない日々ですね。どうなるんでしょう?水不足が
心配です。

会員からの投稿（２） 志賀壮史
2022 年 7 月号 SDGs の 17 の目標（最終回）
SDGs（持続可能な開発目標）の 17 個の目標、今回は「17.パートナーシップで目標を達成しよう (Partnership)」です。
「協働」や「連携」、「パートナーシップ」って大切なことですね。けれど、違う立場や異なる意見の人と一緒に事業や活動を行なっ
ていくことは、地味でしんどいことの方が多い。じっくり意見を聞いたり、粘り強く対話することが求められる場面はしょっちゅうです。
なんとなくですが、そんな風に意見の違う人を受けとめられる人は減ってきた印象があります。なので「パートナーシップで目標を
達成しよう」と言われたとき、個人的には異業種間の連携や協定を結ぶことよりも、話を聞いたり、ゆっくり考えたり、しばらく待ったり
することの方が核心なんじゃないかな？と思ったりします。
あらためて SDGs の目標１７個は全て私たちに関係あるものですね。企
業のサイトでは「○番と○番を実践しています！」みたいな文言を見か
けます。別に悪くは無いけどちょっと引っかかる…。むしろ１７個を一つず
つ、自分自身や身の回りのことにひきつけて考えて、自分事にするのが
良いんじゃないかと思います。そんな気持ちで「SDGs の 17 の目標」を少
しずつ紹介してきました。今後の自然観察指導員としての活動にもつな
がってくるような気がしています。（志賀・NPO 法人グリーンシティ福岡／
写真は造園業や地域の皆さんと森の手入れをした共働事業「まちなか
里山事業」の一場面）

春日公園自然観察会

令和 4 年 06 月 18 日（土）【参加者数】6 人【担当】、田村耕作

観察は、自然あそび館～芝生広場・調整池～ショウブ池～噴水広場～自然風庭園～自然あそび館で歩いた。
観察内容 梅雨時、ネジバナとオカトラノオの花に注目して観察。
植物 ニワゼキショウ、カタバミ、シロツメクサ、ブタナ、ネジバナ、ヒナギキヨウ、山桃、ユズリハ、ビョウヤナギ、ハリエンジュ
（たくさんの芽生え）、アキニレ、シャリンバイ、アカメガシワ、タブノキ、ムクノキ、スイカズラ、トウカエデ
野鳥 メジロ、キジバト、スズメ、ツバメ、シジュウカラ、カワラヒワ、コゲラ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワ
ラバト、カワセミ
観察会を開始する風景
感想（参加者の声）
・ハシブトガラス（幼鳥）が木の幹に首を挟まれ、絶命していたことが印象に残った。
・ネジバナの花が咲き始めていたことが、うれしい。
・オカトラノオが咲いていた。１４本が花を付けていた。
・サクラソウの仲間であるコナスビの花を見かけた。
・サルスベリの新しい皮が新鮮でした。
ネジバナの花が咲き始めた

― ４ ―

ハシブトガラス幼鳥が絶命

オカトラノオ（サクラソウの仲間）

ヤマモモの実、大きさ比べ

飛び込みを繰り返したカワセミ
羽繕いするシジュウカラ

以上

◆2022 年度 福岡県自然観察指導員連絡協議会・定例総会 案
◆定例総会の議題（会報にて） 3）決算と予算について

◆ 福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局

2021 年決算報告（2021 年 6 月 1 日から 2022 年 5 月末）
（収入）
項目

（単位:円）
予算
(a)

決算
(b)

差
（ｂ-a）

繰越金

111,718

111,718

0

会費

100,000

98,000

-2,000

会員数 44 名（総会時 0 千円、郵便振替 96 千円、口座入金 2 千円）

その他

5,282

14,400

9,118

観察会参加費 7,400 円、荒牧氏寄付 7,000 円

合計

217,000

224,118

7,118

(収入計－繰越金)/会員数≒2,555 円/人

（支出）

備考

（単位:円）

項目

予算
(a)

決算
(b)

差
（a-b）

備考

総会運営

2,000

400

1,600

監査資料送付、コピー代等

会報発送

50,000

43,914

6,086

送料 21,882 円 印刷代 22,032 円

事務局費

70,000

70,000

0

事務局定額経費 12 ヶ月＊5 千円
ホームページ作製管理 1 万円

予備費

95,000

0

95,000

合計

217,000

114,314

102,686

支出計/会員数≒2,598 円/人

＝

109,804

収入額-支出額＝次年度繰越金
224,118

-

114,314

109,804

円は次年度繰越金

会計監査報告
会計書類は、きちんと整理されておりました。
入金の処理と出金の銀行・郵便局での出し入れ、、その記録、等々大変だったと思います。
大変な作業と思います。お疲れさまでした。
2022 年 6 月 20 日
堀 謙治
小湊 正憲
2022 年予算（2022 年 6 月 1 日から 2023 年 5 月末）

（収入）

（単位:円）

項目

本年予算
(a)

昨年
（ｂ）

差
(a-b)

繰越金

109,804

111,718

-1,914

会費

100,000

100,000

0

その他

7,000

5,282

1,718

合計

216,804

217,000

-196

項目

本年予算
(a)

昨年
（ｂ）

差
(a-b)

総会運営

1,000

2,000

-1,000

会報発送

50,000

50,000

0

事務局費

70,000

70,000

0

予備費

95,000

95,000

0

合計

216,000

217,000

-1,000

備考

観察会収入等

（支出）
備考

事務局定額経費 12 ヶ月＊5 千円
ホームページ作製管理等

◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
会費振込について
会計年度は 6 月から翌年 5 月末までです。会員の皆様、２０２２年度会費を、各自ご確認の上、郵便局にて下
記の郵便振替口座に振り込みをお願いいたします。
年会費：2000 円
郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783
定例会に参加してみませんか？
次回の定例会は、令和４年８月１２日（金）午後２時より事務局で行います。令和 4 年８月号の原稿は、
８／９（火）までに届くようにお願いします。なお、原稿を掲載するに当たっては編集担当にお任せ願います。
定例総会について
定例総会の議案を６月号と７月号に掲載しています。一読していただき、感想等をお知らせください。
ご意見もお願いします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
● 訂正のお知らせ 会報２０２２年６月号の５ｐ、春日公園の自然観察会は 5/21 に実施（５/１８を訂正）

編集後記 2022 年６月の定例発送会は、藤川渡と田村耕作が、それぞれの自宅で作業した。
長らく訪れていなかった小郡市三沢にある九州歴史資料館の周辺を散策しました。駐車場沿いに私が見かけたことがない
花を見かけました。資料館を囲むように植えてありました。検索すると、地中海沿岸が原産地でフトモモ科の常緑低木との
ことです。水田やため池、森がある三沢の環境になじむのかなと少し違和感を覚えました。また、この木が植えてある区域は
シートで覆われていました。多分、他の植物の生育を防ぐためなのでしょうか。
こういう方法が、効率的なのでしょうか。

撮影：2022 7/2 小郡市九州歴史資料館の駐車場にて

-

６ -

